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現在、国は観光を「地方創生への切り札」「成長戦略の柱」と位置付け、2020 年に外国

人訪日客 4,000 万人を目標に「観光先進国」を掲げ、各種の施策を打ち出しています。 

実際に人口減少と高齢化が進む地方においても、日常的に内外を問わず観光客が訪れる

地域が増えつつあります。 

一方で、月形町の人口は、2016 年（平成 28 年）5月現在 3,457 人ですが、24 年後の 2040

年（平成 52 年）には、2,250 人まで減少すると予想されています。 

国民一人当たりの平均消費額が 128 万円（2010 年経済産業省算出）とするならば、約 16

億円の減少となり、町の経済に与える影響は多大なものとなります。 

これまで月形町においては「観光」をまちづくりの大きな柱と位置づける考え方がなか

った現状はありますが、昨年策定された「月形町創生総合戦略」の中で「地方への新しい

人の流れをつくる」戦略の施策として「観光まちづくりの推進」が掲げられました。 
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資料：～昭和 36 年 月形町史 昭和 37 年～ 住民基本台帳 
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厳しい経済環境や、人口流出が進む中での観光振興による交流人口の拡大は、地方の自

立的な発展を促す大きな力になります。地域に住む全ての人が地域資源を改めて見つめ直

し、誇りと自信を持って訪れる人々との交流を深めることが大切であり、地域が創意工夫

し、主体的な取り組みにより地域資源を保全しながら持続的な活用を図っていくことは、

地域経済の活性化や雇用機会の増大に大きな役割を果たすとともに、豊かな地域社会の実

現につながります。 

この「観光まちづくり基本構想」は、月形町の秘めている大きな可能性を引き出す指針

とします。 
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資料：総務省「国勢調査」※2040 年は推定

○交流・にぎわいの場の創出や産業の振興をはじめ、町全体の活性化を見据え、関係

機関との連携のもと、道の駅整備を含めた皆楽公園エリアの再整備を検討します。 

○農村の良さや食の大切さを理解してもらうため、農村の生活を体験することができ

るグリーンツーリズムを推進します。 

○北海道内陸部の開拓の基盤を築いた樺戸集治監によるまちのＰＲを強化します。

(「月形町創生総合戦略」より)
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策定にあたって主な問題意識として、以下の 4点を設定した。 

①皆楽公園をはじめとする既存の施設につ

いて、最近の観光ニーズを踏まえながら、そ

の価値を再評価し機能・デザイン等の課題に

ついて検討する。 

②これまで際立った観光資源がないと思わ

れてきた地域でも観光振興の可能性が生じ

ている。月形町においても自然・農業・歴史

などの地域資源を体験・交流という新たな視

点から観光資源として見直す。 

③観光振興がまちづくりに果たす役割につ

いて、町内外における新たな経済循環生成の

観点から検討する。 

④策定のプロセスにおいて、アンケート・ワ

ークショップの実施を通じ、町民意識を把握

し構想に反映すると同時に、観光振興に対す

る関心高揚と当事者意識の醸成を図る。 

中長期的な観点からの策定と位置付け、2017 年（平成 29 年）から 2024 年（平成 36 年）

の 8年間とした。 

２ 構想の対象となる期間

１ 問題意識

↑豊かな自然と農業は月形町の大きな魅力 ↑月形町で実施されたワークショップの様子 
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①構想策定の前提として、町民意識のありようを一定の時間をかけてしっかり集約･分析す

ることに配慮し、策定の基本方向に反映することとした。 

アンケート調査は、未来のまちづくりの担い手となるべき小中学生にも実施した。ワーク

ショップは、8月より 3回にわたって地域住民の参加を得て活発な議論が行われた。 

②月形町における観光の現状について、客観条件としての町の特徴と立地環境、主体的な

条件として個々の既存施設の評価分析、新たな

可能性について考察した。 

③上記の調査・分析・考察を基に月形町観光ま

ちづくりの基本理念と戦略を策定した。 

④最後に「今後の方向性」について、「検討課

題」として議論の余地を残していると思われる

部分も含めて、問題提起として提案した。 

３ 構想策定までの工程
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月形町に住む小中学生の児童及び一般住民や転入者に対してアンケートを実施した。 

（1） 小学生（高学年）及び中学生へのアンケート調査の実施 

月形町の小学生 43 名（4～6年生）と中学生 60 名（1～3年生）に月形町と観光まちづく

りについて意識調査を行った。 

質問：あなたは月形町が好きですか？ 

（選択肢：好き・ふつう・きらい・わからない） 

【小中学生アンケート総評】 
「月形町が好き」と回答したのは全体の約 80％であり、「普通」と回答した児童を併せる

と実に 99.8％にのぼり、月形町に想いがあると判断できる。 

なお、中学生、小学生共に「きらい」「わからない」の回答はなかった。 

アンケート全体の設問を通して、月形町に住む小中学生の町に対する関心の高さ、行政

の活動や制度に関する考え方、そして何よりも月形町に対する町民としての「誇り」を感

じた。 

また、ほとんどの生徒が「最初に思い浮かぶもの」「自慢できるもの」としてトマト・メ

ロン・スイカ・米、そして野菜などの農産物を挙げており、そこから地元の産業に対する

理解と敬意があることが推測される。 

さらにその理由として「将来就きたい仕事」という質問では、小・中学生共に「農業」

を上位に挙げることとつながっていると思われる。 

全国的に地域の過疎化が進む中、その不満と現状を生まれ育った土地から離れることで

解消しようとする傾向は多くあるものだが、今回のアンケート集計結果から月形町の子供

たちについてはその傾向は見られなかった。 

「月形町が好きか？」という質問には、実に全体の 84％が「好き」と答えている。 

1 「アンケート」の実施 

第 1章 観光に関する町民の意識調査 
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いずれ町を出て行く子供もいるだろうが、生まれ育った月形町に対する「想い」「誇り」

「敬意」は、将来も月形町の発展のために尽力を惜しまない大人になることと思われる。 

（2） 一般アンケート調査 

月形町在住者に意識調査を行った。 

方法は郵送でアンケート用紙を約 350 名に郵送した。そのうち返信があったのは町内在

住者 102 名、転入者 19 名の計 121 名。 

また参考として旅行客（14 名）にも行ったが、これは月形温泉ホテル備え付けのもので

あるため、あくまでも参考として扱う。 

【町内在住者アンケート総評】 

・総じて町内在住者には、観光に際し「外部から見ると目玉のない町」という認識が強く、

人を呼び込める新たな施設「道の駅」や「飲食店」及び交通手段の向上等（ハード面）と、

それをうまく PR する手段や人材（ソフト面）が必要という意見が多数を占めた。 

・それと並行して、町民が「素晴らしいと思う既存のもの（公園等の自然、町の歴史、フ

ルーツ等の名産品）」をうまく組み込んだ施策を求めていることもわかった。 

・まちづくりという観点からは、人口の減少（若者の流出）を防ぐための施策を求めてお

り、就労状況の改善や転入誘致推進、既存資源の活性化、環境整備等、総合的に「魅力あ

る住みよいまち」にしたいという意見もあった。 

・設問において「わからない」という回答や「未記入」については 60 歳代以上の町民に多

く見られ、このような高齢者層の「無関心」や「あきらめ」が感じられる一方で、中には

活発な意見を述べてくれる高齢者の回答もあり、アンケートに回答のあった各世代の 4割

を占める層にどのようにアプローチし参画させるかは課題となるだろう。 

・白紙の回答が非常に多かった。「これからの月形町の観光まちづくり推進のため、何が必

要だと思いますか」という質問では、観光以外の「部分体験や学習の魅力」に対して、「体

験や学習するといったものがないと悲観・諦め」ともとれるが、裏返せば「町民自身もま

だ気付いていない魅力が隠れている」と考えることもでき、観光資源の新たな発掘の余地

があるように思われる。 

※参考 月形町観光協会ホームページ 
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・全体的な印象として「観光まちづくり」という大きな命題を突き付けられると、環境整

備不足や魅力不足という消極的な意見になりがちではあるが、それを分解して丁寧に意見

を引き出していけば、有益な観光のアイディアにつながると考えられる。 

【転入者アンケート総評】 
・サンプル数自体は少ないながらも町民とは異なって、総合的に「まちづくりとは何か？」

を意識した傾向の意見が多いように感じた。 

・比較的ドライに「いかに人を呼ぶか」を他地域の状況や自身の経験から回答を導き出し

ているようだ。なお、月形町の自慢できる所として町民が一番に「皆楽公園」を挙げたこ

とに対して、多くの転入者は三番目に挙げられていることに注目したい。 

公園自体がそのままではまちとしての「特別な商品」としての魅力が弱いと捉えている

という見方をすることもできる。 

・いかに外部の人に魅力を感じさせて来町の動機を与えられるかということについては、

外部から転入した人ならではの発想・思考傾向が見られた。この層をうまく取り込み、客

観的な意見をもらうことは貴重なアイデアとなるだろう。 

・また、一部が感じている町民の内向性や、とっつきにくさを解消しつつ、うまく町民と

融合してまちづくりに参画してもらえるような環境づくりの必要性も感じる。  
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平成 28 年 8 月より、3回（8月、10 月、12 月）にわたって、月形町民による「ワークシ

ョップ」の開催が実現した。地域住民による、グループワークでは、実に建設的かつ発展

的な意見が交わされた。 

観光について町民の方々による意見交換が、月形町の未来を考える、ひとつの指針とな

ったことは大きな足跡と言える。 

グループワークでは、SWOT 分析（※）による月形町の観光まちづくりについて分析と課

題討論を行った。 

また、検討した課題については、目指す方向に意見等を反映させている。 

※SWOT分析・・・戦略を立案するに当たり、当該事項の強み、弱み、機会、脅威を体系的に評価するための

分析枠組みのこと 

2 「ワークショップ」の開催 

※予め近隣町村をリサーチした「機会」、「脅威」の情報提供 
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「SWOT 分析による導き出された月形町の観光についての分析結果」 

「強み」「弱み」等を整理した上で、導き出した観光戦略のアイデア 

●戦略 開拓の起源 PR 大作戦 

（特異な歴史を持つ、月形町の歴史を観光の目玉として PR） 

①強み：月形町の歴史 

②機会：応募者の多いバスツアー、北海道遺産への申 

 請、体験ツアー 

③説明：あまり知られていない月形町と北海道開拓の歴史

について PR していく。応募者の多い体験バスツア

ー、北海道遺産への登録申請、名誉館長の歴史講話

による活躍、歴史コラボ商品や目玉商品の企画をし

て特異な歴史を PR する。 

また、体験型観光として、博物館の来場者に他に

はないものを特典として贈る（囚人番号を書いたチケットのようなものを配り大人も

子供も楽しんでもらえるのではないか。 

●戦略 月形の自然を活用した PR 

①強み：歴史、花（種類豊富）食べ物（米がおいしい） 

②機会：月形町の自然、歴史 

③説明：月形町に因んで月の風景のある写真コンクール 

や花の町なので広大な土地を利用して花の景観

を楽しめる場所をつくったり、花に関する観光企

画（花のオーナー制度をつくり苗植えから始まり

咲いた花を使って最後はアートやアレンジメン

トを作成するなど何度も来てもらう形の観光や

花祭などのイベント）して、ネットで情報発信する。また、サイクリングしながら

内

部

環

境

強み 

・温泉がある 

・施設が皆楽公園中心にまとまっている 

・農産物の名産品が豊富・自然が豊か 

・特異な歴史的背景・秘境駅がある 

弱み 

・商業施設が少ない・情報発信が弱い 

・行動力がない・人の出入（刺激）が少ない

・町外の人とふれあう機会がない 

・人と人をつなぐ、集える場所がない 

・通過点になっている・施設利用料が高い 

・冬の商材がない・イメージが暗い 

外

部

環

境

機会 

・札幌が近い・交通量の多い国道がある 

・生産者に近い・団結しやすい 

・水資源が豊富・雪が多い 

脅威 

・少子高齢化・若者が出ていく 

・JR 廃線問題・公共交通が不便 

・月形高依存問題・大型近隣店 

・企業や雇用が無い・似ている町が多い 
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観光してもらったり、月形町の PR キャラクターの商品開発や月形町は米どころな

のでご飯に合うおいしいおかずを地元食材で開発することができるのではないか。 

●戦略 体験ツアー（ストーリーのある農業体験）

①強み：農地がたくさんある 

②機会：外的プラス作用として、農業体験、食育、地産 

地消ブームが来ている 

③説明：食育などの観点から「農業体験ツアー」が全国的に注目され、話題となってきて

いる。これをチャンスと捉え、植えるとこ

ろから収穫したものを消費するところまで

を一つのスト―リーとして農業体験ツアー

を取り組むと何回も月形町へ来てもらえる

のではないか。また、今まで知らなかった

知識を伝えることもできるのかなと思う。 

月形町は多様な種類の農産物を作られて

いるため、それを利用して様々な展開がで

きるし、高齢で離農した農家の方のシルバーパワーを利用して経験や知識のある

方にツアーの講師をしてもらうのも可能なのではないか。 

●戦略 小学校を観光の拠点に！ 

①強み：コンパクトな観光資源 

②機会：道の駅と冬（雪）イベント 

③説明：月形町の観光資源として、皆楽公園や博物館も点在しているようで意外に場所が

近いということと、更にその中心が小学校ということで、ハード面として道の駅を

今の小学校に建設して、観光の拠点として、そこにすべてを集約させる。その場所

の利点は国道に面しているということと駅が近いこ

とと、門地であることグランドも大きく駐車スペース

が十分に取れること。 

小学校をどうするかと言うと中学校の校舎も古く

なっているため、そこに小中併設校をつくって話題性

のある建物を建てて移設をする。そうすると、スクー

ルバスや学校関係が一カ所に集約できる。企業版ふる

さと納税やネーミングライツを活用して観光の建物

に全部企業名をつけるなどで資金を集める。 

ソフト対策として、雪が多いのでそれを利用したイ

ベントを開催する。また、地元の商店を道の駅に集約

してここで地元の人が買い物できて町外の人も同様に買い物ができるという形は、

大がかりであるが実現不可能ではない、積極的な資本投資が可能ではないか。 
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月形町は、北海道の中央西部に位置し、増毛山地 

と石狩川に挟まれた中山間地域で、総面積 151ｋ㎡ 

のうち 6割が山林、約 2割が耕地となっている。 

気候は昼夜の寒暖差が大きい内陸性で、平均気温 

は夏が 21℃、冬が-６℃前後である。 

冬は、積雪期間が 130 日前後と長いのに加え、積 

雪の最深は 10 年間（平成 17～27 年）の平均が 160 

cm と非常に多く、特別豪雪地帯に指定されている。 

基幹産業の農業は増毛山地の豊富な水源を利用した水稲を

中心に、メロン、スイカ、トマト、南瓜、切花等の多様な農

作物である。 

月形町は道都札幌市から北東

に約 50km、空知総合振興局所在

地の岩見沢市から北西に約 20km

に位置している。 

札幌からのアクセスは、国道

275 号線では車で約 1時間、JR

札沼線(学園都市線)では１時間

強を要する。 

高速自動車道は、約 23km 南に

ある道央自動車道の岩見沢ICが

最寄りとなる。 

１ 月形町の特徴と立地条件

第 2章 月形町における観光の現状と課題
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観光客入込数の 90％以上が、道内の日帰り客という通過型の観光形態だが、道外客のほ

とんどが、宿泊に結びついているのが特長でもある。ここ数年、約 10％の減少が見られる

が、これは北海道の観光地が札幌市や小樽市、富良野市、旭川市などの特定の観光地に集

中している現状とともに、月形温泉・ホテルの経営体制の問題も影響していると推測され

る。 

月形町観光客入込数 （単位：千人）

年 度 上 期 下 期 合 計 

合計の内訳 合計の内訳 宿泊客 

延数 
うち 

道外客 

うち 

道内客 

うち 

日帰り客

うち 

宿泊客 

25 年度 89 35.9 124.9 5.4 119.5 118.7 6.2 6.2

26 年度 77.8 36.4 114.2 5.2 109 107.8 6.4 6.4

27 年度 74.9 28.3 103.2 4.6 98.6 97.6 5.6 5.6

資料：北海道空知総合振興局

（1）皆楽公園エリア 

①キャンプ場と水辺 

皆楽公園とは、石狩川の流路変更により

生じた三日月湖を整備した自然公園。水と

緑が調和した美しい景観は家族連れで気軽

に楽しめるエリアとして多くの利用客から

親しまれ、キャンプ場からは温泉やコンビ

ニも近く、ファミリー層を中心に手軽なキ

ャンプサイトとして札幌圏に知られている。 

また知る人ぞ知るヘラブナつりのメッカでもあり、月形町では毎年稚魚を放流し維持管

理に努めている。 

愛好家が腕を競う釣り大会も毎年開催されるスポットとしても有名である。 

水辺にはボート乗り場、公園敷地内にはパークゴルフ場(18 ホール)もあり、ファミリー

でひとときを楽しむことができる要素を兼ね備えている。 

皆楽公園 利用者数 （単位：人）

4 月 5 月 6 月 7 月 8月 9月 10 月 11 月 合 計 

25 年度 0 1,638 2,814 3,510 3,334 2,207 1,395 0 14,898 

26 年度 0 2,188 1,996 3,171 3,520 2,051 1,083 10 14,019 

27 年度 0 2,215 2,676 2,951 3,528 2,025 848 0 14,243 

資料：株式会社月形町振興公社（来園時受付者数）調べ

３ 月形町における既存の観光資源の評価と分析

2 月形町における観光入込数の動向
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②スポーツ施設 

多目的アリーナ：全天候型土間体育館。各種球技等のトレー 

 ニングに活用されている。特に冬期間は札幌 

 圏の野球チームなどの利用が多い。 

パークゴルフ場：手入れの行き届いた変化に富んだコースと 

 して知られているが、近隣での多ホール化の 

流れの中で、愛好家からは「18 ホールでは 

物足りない」という評価が多い。 

野球場：町民観客席とスコアボード、放送設備を装備しており硬球の使用も可。 

パークゴルフ場 利用者数 （単位：人）

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9月 10 月 11 月 合計

25 年度 0 638 901 1,115 884 903 886 0 5,327

26 年度 109 751 727 925 1,010 853 646 25 5,046

27 年度 165 809 702 779 906 806 546 63 4,776

資料：株式会社月形町振興公社調べ

（2）オーナー農園 

 オーナー農園は現在、町民の家庭菜園として利用されてい

る。 

近年、都市部では食の安全や食育などの観点から家族層に

人気となってきている。 

今後、利用システムを見直し PR 方法を工夫すれば町外の利

用者が見込め、安定的に交流人口を支えるリピーターとなる。 

にぎわう農園での交流は、月形町の明るいイメージ作りに

つながると期待できる。 

（3）月形温泉・ホテル・はな工房・レストラン 

町民の憩いの場であり、月形町唯一の宿泊施設でもある温泉

施設は、町民にとってのアメニティ施設としての機能と、町外

からの来訪者へのおもてなし機能という二重の役割を求めら

れている。「公設民営」という経営形態を大いに活用し行政の

観光の方向性を十分に理解しながら、宿命というべき公共性と

採算性との両立という問題を抱えこの困難な課題に応えるた

めには、採算性を見込める規模の確保と、地元に愛される親し

多くの観光要素を有し、利用客の多い「皆楽公園」は、今後も観光まちづくりの拠点施設である

が、個々のアイテムの更なる磨き上げと、総合的な発信が必要である。また、新たなコンテンツを

開発することで、このエリアの魅力の多様化が求められる。
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みやすさ、町外の顧客のニーズにも応えうるレベルの接客機能を保持しなければならない。  

（4）月形樺戸博物館と歴史コンテンツ 

 月形町の生い立ちを物語る月形樺戸博物館は、唯一無二の

オリジナル観光コンテンツでもある。ここでしか見られない

貴重な資料や展示物は、月形町の特異な歴史的地位を物語っ

ている。 

「集治監＝苛酷な強制労働」という凄惨なイメージが与え

る衝撃は、実はその一端に過ぎない。研究者に拠れば「集治

監の歴史は北海道開拓史のみならず、明治期日本の近代化や

行刑史に深く広くつながっている」という。 

歴史コンテンツとしては、囚人の植えた杉林や囚人の建てた寺院など町内に点在する目

に見えるものだけでなく、樺戸集治監を素材にした作家たちの足跡や、全国各地から収監

されていた自由民権運動の闘士たちの生き様も無形のコンテンツといえるだろう。 

また最近は人気コミックの舞台としても登場し、若者たちにも「樺戸＝月形町」の存在

が認知されるようになった。 

（5）円山公園・自然公園エリア

円山公園エリアの認知度は低いが、円山の中腹にある円山杉林

は、囚人たちが望郷の念から厳しい状況下においても労をいとわ

ず手入れしたといわれている歴史のある場所である。円山杉林の

静謐な佇まいは、「パワースポット」としての可能性を感じさせ

る。また、円山の山頂には展望台があり、峰延道路（道々月形峰

延線）を開削した時に使用した測量基準点跡地があり現在も使用

されている道路をみることができる。また、月形町を一望できる

場所は春から秋までの季節の風景を楽しむことができる。円山一帯の環境や植生から、近

年キャンパーや森林浴を楽しむ人が増えているので、案内板やトイレの整備することによ

り短時間のトレッキングコースや史跡めぐり等の観光資源として活用することも可能性で

ある。 

道民の森月形地区は、森林とふれあえる場として整備された施設となっており、木工芸

などが楽しめることから学習の場としても活用されている。町内中心部から離れているが、

施設訪問者は車を利用していることから、広報を効果的に行うことで中心部へ誘客するこ

とが十分可能である。

自治体営の博物館としては異例の年間 1万人超の入場者がある月形樺戸博物館は、すでに独自

の存在感を有している。歴史でつながる深さと広がりを、より大きな交流と土産品開発などの経

済活動につなげていくことも今後の課題とすべきであろう。

今後ホテルは滞在型観光の拠点として、時代に即応した様々なシステムや、環境改善（客室・

食事メニューなど）への取組が期待される。温泉施設は札幌近郊からの日帰り観光にとって重要

であり、レストランは地元食材を活用した月形町ならではの魅力的な食の提供が「観光まちづく

り」の重要な要素となる。
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（1）合宿地としての利用について 

多目的アリーナ（土間体育館）、総合体育館と野球

場を含めて、平坦で自然が多い月形町の環境はスポ

ーツの合宿に向いている。夏は涼しい北海道での合

宿を希望するスポーツチームは多いが、それをコー

ディネートできる自治体は少ない。全国的な例とし

て、箱根駅伝に出場する（または予選会上位校で、

将来本線に出場可能な大学）チームを誘致すること

で、町の知名度を上げている自治体もあることから、

名のある高校や、大学の運動部を誘致し、合宿と併

せて地元の強豪チームとの招待試合を組むなど、コーディネートまですることにより、話

題性、知名度の向上につながり、町民たちの関心も高くなる。ただし、合宿誘致の場合は

宿泊料金・使用料等を減額しなければならないという課題や、合宿に伴う様々な要望に対

応するために各方面の連携が不可欠である。 

多目的アリーナ 利用者数                  （単位：人）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計

25年度 1,139 369 434 143 262 575 243 589 807 802 800 0 6,163

26 年度 740 283 256 183 313 439 300 475 719 856 1,045 0 5,609

27 年度 781 271 106 140 347 687 299 470 1,087 941 1,011 1,252 7,392

資料：株式会社月形町振興公社調べ

総合体育館 利用者数 （単位：人） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計

25年度 1,917 1,553 1,487 1,110 390 0 1,805 2,239 1,699 1,649 2,420 2,242 18,511

26 年度 2,150 2,228 1,655 3,200 1,958 2,094 2,177 2,523 1,623 1,840 2,366 2,312 26,126

27 年度 1,574 1,519 1,699 2,178 2,018 1,604 3,091 22,630 2,246 1,720 1,992 1,969 24,240

Ｈ25 年耐震改修工事のため一部利用休止  資料：教育委員会調べ

野球場 利用件数                      （単位：件）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 合計

25年度 0 10 8 7 11 7 4 47

26 年度 0 6 13 8 8 3 5 43

27 年度 0 6 3 11 15 6 2 43

資料：株式会社月形町振興公社調べ

４ 月形町における新たな観光資源の可能性
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（2）「非日常」感としての観光 

近年の観光は、SNS をはじめとした情報発信・拡散に

より、整備された名所巡りや、グルメ・温泉などでのく

つろぎを求めるものだけでなく、アクティビティや、廃

墟探訪など、「非日常」を求めて旅行に出る観光客も年々

増加傾向にある。そのため、札幌圏から道路も鉄路（JR）

も整備されていて、アクセスが 1時間程度の月形町は「都

心に近い秘境」としてのアピールが可能である。 

例えば、昨年小樽市の無人駅である朝里駅が、中国・韓国の映

画の舞台となって話題になったように、札沼線「豊ヶ岡駅」は、

秘境駅として展開して整備をすることで、メディアの誘致もでき

うる場所であると考える。 

また、「月ヶ湖」もバードウォッチングが楽しめ、写真撮影にも

良いロケーションで、バードウォッチャーの誘客に最適な場所で

ある。 

このような趣味に基づく観光ファン層は決して多数ではないが、

時代の変化に左右されず存在する。リピーターとしても見込める

ため通常の観光客にプラスして入込数の増加に寄与すると考える。 

(1)豊富な地域資源を活かす仕掛けが必要（観光振興の推進力） 

 月形町には美しい自然環境や農業に支えられた地場産品など豊富な地域資源があり、加

えて集治監開庁に見る開拓史など特異な歴史が存在する。しかし在るだけでは町外から来

た人にとって、楽しみ方がわからないことが多い。そのため地域資源を発掘し、磨き、活

用していくことが大切である。今在るモノの見方を変えて、町に点在している地域資源を

つなげ、月形町を「また行きたい・わざわざ行ってみたい場所」を目指すことが必要だろ

う。 

(2)月形町民の意識を上げて魅力を発信

ずっと住んでいると地元の魅力を見失いがちになり、「何も無い」「あたりまえ」という

言葉がついつい出てしまうようだが、時には町外の人に「気付かされる」こともある。月

形町の魅力がより多くの人に伝わるように、月形町民自らがまちの魅力を PR していけるよ

うな観光資源を磨いていくことが必要である。 

(3)観光消費を生み出す仕組み作り（商品開発） 

 現状、町内での観光消費額はかなり低いと考える。町外から人を呼び寄せる観光は、経

済効果や雇用をもたらす地域の産業であることを意識し、積極的に観光消費を生み出して

いくことが必要である。そのため、町にある資源をブランド化し、月形町でしか手に入ら

ないモノとして価値を高めることが重要である。 

５ 月形町における観光まちづくりの課題
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(4)地域と人との行動を結びつけ効果的な PR（行政･諸団体・民間事業者の連携組織）

 月形町民、民間事業者、商工者、各団体（振興公社など）、行政の役割分担を明確にし、

効果的な情報の集約・発信と観光プロモーションを行っていくことが必要。 

(5)町民自身が将来のことを考えて町全体で「観光」に携わる 

 月形町がずっと住み続けたい町であるために、町民誰もが「観光」に携わることの出来

る仕組みを整え、町民自らが「観光まちづくり」に参画出来る体制が必要である。大切な

ことは、「住んでよし、訪れてよしのまちづくり」であると考える。 

廃線の候補に挙がってから、利用客が大幅に伸びて存続が決まった路線もある。 

ある区間でガイドを同乗させたり、駅で動物を飼育したりと、メディアを絡めての注目度

を上げるなど、いずれも何らかの利用客拡大の戦略を行った結果である。 

2016 年に行った「JR 札沼線に乗って月形へ行こう！」という複数のイベントでは、つき

がた夏まつりと連動した企画や、豊ヶ岡駅に下車し町内をバスで案内するという企画を行

った。これらは、札幌圏からの参加者が多く、車を使用しない年代層に好評を得たイベン

トであった。 

 この企画以外にも、注目度の上がる PR 企画を地元の小中学生、あるいは高校生に募集す

るのもひとつの方法ではないだろうか。 

なお、月形町内を走る「札沼線」は、以下のような鉄道としての魅力がある。 

・「豊ヶ岡」という、ファンが多い秘境駅を有する 

・札幌圏から 1時間程度で到着する列車で、観光客には効率的な移動手段である 

・外国人観光客は「レールパス」を保持しており、特に列車での移動を好む    

・四季を通じて絵になる風景が多く、被写体としての価値が高い 

・地元住民の利用には限界があるので、観光客が多く利用できるような企画を JR と共に企

画する 

・駅弁販売、特産品プレゼント、クイズ列車、婚活列車など、様々な観光列車の企画 

6 JR 札沼線存続に関する事項

町民が 
考える 
観光の町 
という 
イメージ 

地域が 
発信する 
観光資源素材 

地域と人を 
結びつける 
月形町を 
世界に発信 

・当たり前の 
日常 
・実は魅力の 
ある非日常 

・農業に支え 
られた地域資源 
・他に例を 
見ない特異な 
歴史背景 

・地域住民の観光への 
参画 

・官民一体活動・役割分担 
・効果的なプロモーション 
（企画・営業・発信） 
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月形町民がずっと住み続けたい、一度は町を出て行った人もいつかは帰りたいと思う町

であり、月形町を訪れた人には第二の故郷のように、また行ってみたいと思えるまちづく

りを目指す。 

道内には温泉地など有名観光地が多い中で、突出した観光資源をもたない月形町が人々

を惹きつける存在感を示すためにはターゲットを具体的に絞り込んで、月形町の魅力を活

かした観光メニューに特化することが求められている。 

 月形町の観光の強みは 大きく以下の 6点に集約できる。 

①多様な農業が産出する豊かな食材 

②小規模ながらひと通り揃った温泉・宿泊・飲食施設 

③年代を問わず楽しめる軽易な観光･レジャー施設 

④北海道開拓の礎となった特異な歴史 

⑤自然と農業が調和する里山的環境 

⑥道都札幌から約 1時間のアクセス（国道 275 号、JR 札沼線） 

以上の条件から、もっとも最適なターゲットとして、「ファミリー」に設定した。 

 ターゲットを「ファミリー」に絞り込んで「家族の絆を深める思い出づくり」を旅の価

値として提案することで、子供が親になった時にも時代を超えて繰り返し月形町へ行きた

くなるような仕組みづくりが大切である。 

また、家族の絆を深める思い出づくりとして、「食・遊・学」をテーマに家族で楽しめる

体験メニューの企画が必要である。 

「食」… 新鮮な月形産農産物、バーベキュー 

２ 月形町の観光まちづくりの戦略

１ 月形町の観光まちづくりの基本理念

第 3 章 基本構想策定の理念と構想 

次世代につながる観光まちづくり 
～生まれた人･暮らす人・訪れる人が心から幸せを感じるまち～ 

ターゲットは「ファミリー」 メニューは「 食・遊・学 」 
～月形町の観光の強みを生かして絞り込んだ戦略～
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「遊」… 楽しさ、くつろぎを意識した空間と接客。 

   ・子供もが遊べる空間作り･･･水遊び場、遊具、サイクリング 

   ・祖父母がくつろげる場所作り･･･温泉、ベンチ、休み場、木陰 

   ・必要なときに必要なサービスが受けられる接客の工夫 

「学」… 月形樺戸博物館、農作物もぎ取り体験、農作業体験 

この視点から、 

「月形町観光まちづくり構想」を画餅に終わらせないためには戦略に基づく行動が必要

であるのは言うまでもない。そしてそのための行動指針を「活かす」と「つながる」とい

う２つのキーワードで表した。 

「活かす」

小さなまちの限られた資源を最大限に活かして最大の効果を発揮する。 

施設を活かす･･･ 効率よく各施設を回遊できる仕組みづくり 

農業を活かす･･･月形産の農産物を活用した食の提供、多様な農業体験 

自然を活かす･･･身近すぎて気づかない月形町の自然の魅力を発見し発信する 

資源を効果的に発揮するため、ターゲットとなる利用者から観光アドバイザーとしてア

イデア等をもらうことも必要。 

「つながる」 

つながることは「力」になる。町内外にネットワークを築いて、PR・プロモーション・

受入れを効果的に実行する。 

月形おもてなしネットワーク･･･宿泊・食事・体験を農・商・観の分業ネットワークで 

受入れする 

月形ウェブネットワーク    ･･･親戚･知人･同級生の SNS に月形町観光情報を発信 

町民からメッセージ        ･･･YOU TUBE に月形町のイベント･季節の風景の投稿 

エリアネットワーク        ･･･近隣町村と観光情報の交換・共同プロモーションの実施

ターゲットに効果的に訴求する PR、的確に誘導するプロモーション、訪れた人に満足し

ていただく質の高いおもてなしを効果的に連携して行うことで集客につなげる。 

そして、それらの活動を担う中核組織と町内外のネットワークを育成し、いずれは町内

において雇用を生む「観光経済」「観光産業」が生成し、定住人口の増加につながることが、

観光まちづくりの究極の目標に他ならない。  

キーワードは  「活かす」  「つながる」  
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観光入込数の拡大には観光客の日帰りと宿泊滞在のいずれの形態も寄与するものの、特

に多い道内の通過型観光をいかに滞在させ回遊させる観光プログラム作りの必要性に着目

して、観光者入込客数を現状の 10 万人から 30 年度に 15 万人、32 年度に 18 万人をするこ

とをめざします。 

 目標値を達成するために行動指針に沿った具体的な戦略については以項のとおり。 

（1）改めて「皆が楽しい公園」として 

水辺のある公園として、道内でも珍しいロケーションであり、自然を体感できるという

魅力により、多くの方がキャンプや釣りなどを楽しむために皆楽公園にやってくる。 

「活かす」・・・ 

最も来園が多いファミリー世代の集客を多くするため、キャンプに来た子供が楽しめる

アスレチックや遊具設備や水辺を楽しむための親水施設等の既存の設備を計画的に再整備

することが必要と考える。 

また、それに付随したハードの設備に伴って連動するイベントの創設や、農業体験、冬

のワカサギ釣り、スノーパーク、手ぶらでキャンプ、オリエンテーリング、子供が来て「楽

しい」体験プログラムなどの年間で楽しめる新たなソフト事業の導入と、プロモーション

も必要不可欠である。 

この他に公園エリアの広場におけるイベントの開催も大規模な集客が見込まれる。公園

エリアでイベントを開催することによりイベント参加のほかエリア内の観光プログラムも

一緒に体験することができ、滞在時間を増やすことで観光消費の向上が望める。 

イベント開催に伴い集客に必要な駐車場の整備等を検討することでイベント開催が容易

になり新たなイベント開催のほか既存のイベントも誘致することが可能となる。 

月形町観光客入込数目標                  （単位：万人）

現状値 

（27 年度） 

目標値 

30 年度 32 年度 

10.3 15.0 18.0 

資料：産業課商工観光係

1  観光入込数の目標について

２  皆楽公園エリアについて

第 4 章 めざす方向 
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なお、公園エリアに集客した観光客を町内中心部へ誘客する仕組みを構築することで中

心市街地の活性化の一翼となる。 

「つながる」・・・ 

皆楽公園周辺の施設個々の魅力を分析し、引き出すことで施設単体でも楽しめる施設に

するだけでなく、公園エリア施設で連携した企画を行うことで公園エリア全体の活性化を

行い、幅広い世代を誘客し、更なる来園者増加が可能となる。そのためには、公園エリア

の各団体間を連携する仕組みを構築する必要がある。 

参考 ※ワークショップでの意見 

・ファミリー向けの施設やイベントを増やし、子供が行きたくなるようなエリアにする 

・農業体験は「月形らしさ」をアピールでき、リピーターにつながる

・冬のワカサギ釣りや雪は国内問わず観光客誘致に有効 

（2）月形温泉・ホテル・レストランの今後の展望 

町内唯一の施設である月形温泉とホテルの位置づけは、月形町の観光に非常に大きな意

味を持っている。 

「活かす」・・・・ 

温泉とホテルについては、どの建物も建設か

ら２５年以上経過している。特に温泉は建設か

ら３０年が経過し施設内の設備は改修してい

るものの今後大規模な改修が必要な時期に迫

られるため公共施設修繕計画に沿って計画的

に改修を行う必要がある。 

 温泉ホテルは、客室にバス・トイレが完備されていない所もあり、室料を低くすること

で集客しているが、新たな客層の集客は呼び込みづらく滞在型観光の制約となっている。

現在の客層と新たに呼び込める客層を見極めながら減室することなく既存施設を改修する

ことで、宿泊者を増やし滞在型観光の足がかりとなる。 

「つなげる」・・・・ 

温泉は通過型観光の、ホテルは滞在型観光のエントランス(入り口)として誘客につなげ

る大事な存在である。温泉での利用者への情報提供で、町内での食事・お土産購入など経

済効果の一端も担っている。また、「食」をきっかけに集客することも重要で、地元食材を

活かしたメニューや名物となるメニューを開発することで月形町の知名度が上がる方法も

必要と考える。なお、メニュー開発のほか基幹産業が農業であるわが町において代表する

農産物の産出も必要不可欠であると考える。 

いずれも月形町において最も多くの来訪客と接する場であり、いわばまちの「フロント」

「町の顔」である。ここでの印象と情報提供が、

月形観光の行く末を左右する。ここの機能を強化

することがキーポイントといえる。 

参考 ※ワークショップでの意見 

・食の安全、安心を伝えられる土地の食材を使ったメニ

ューが必要 

・名産のトマト・米などを使用した商品開発での 

誘客をするべき 

名産品を活用した商品展開 
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月形樺戸博物館は、特異な歴史文化の観光に対応した施設として、多くの来館者が訪れ

ている。 

「活かす」・・・ 

北海道開拓の礎となった歴史について理解を深めてもらうため、町内に点在する所縁の

ある史跡を紹介した石碑をめぐる回遊型イベントを創出し、歴史に興味がない人において

も自然と理解を深めてもらい何度も来町する工夫を構築する。また、町内を回遊すること

で町内飲食店も活性化する仕組みづくりも同様に考慮する。このほかに、NHK ドラマへの

シナリオ応募や北海道遺産登録など、新たな情報発信の可能性を図る。 

また、樺戸集治監を舞台にした書籍やドラマがあるにも関わらず、効果的な PR が出来て

いないので、掘り起こしと有効活用を再検討していかなければならない。 

「つながる」・・・ 

現在は、北海道や月形町の歴史を伝えられる人が少なくなってきている昨今、次世代へ

つなげられる人材の確保も必要と考える。「町長ガイド」先駆者の名誉館長に協力を仰ぎ、

北海道の歴史講話やクイズやまんがによる歴史解説で身近にある歴史知識の習得の垣根を

低くし誰でも歴史を伝えられる人材育成も観光の資源となりうる。また、月形町のみなら

ず近隣市町と連携して町境のない歴史博物館をきっかけとして広域での観光のありかたを

考える。道々峰延線の沿線で組織された樺戸道路を活用した観光周遊ルートづくり協議会

（美唄市、月形町、岩見沢市、三笠市）では、歴史にとらわれることなくサイクリングコ

ース等の観光周遊ルートの作成など新たな観光あり方を構築している。 

これを活用し、月形町観光の新たな客層の集客を目指すだけでなく、広域における統一

した魅力づくりで新たな観光資源の発掘も可能と考える。 

参考 ※ワークショップでの意見 

・牢屋体験、「月形潔（典獄＝監獄の長）」体験など体験型観光施設 

として展開 

・VR などの IT技術や、鉄玉レース、コスプレなどコミカルな展開 

・歴史とのｺﾗﾎﾞ商品 

・目玉特典（囚人番号の配布） 

観光による町づくりを推進してく上で、観光活動を安心して楽しむことができる環境づ

くりが重要である。しかし、行政や観光協会、商工業事業者がそれぞれ多種多様な形で情

報提供しているが、観光客が求めている情報を提供しきれていないのが現状である。 

こうした問題から、地域の特色やその地域に訪れる観光客のニーズを踏まえ、その地域

に適した情報内容の整理や提供媒体の選択を行い、効果的な観光情報の提供を行う必要が

ある。 

「活かす」・・・ 

月形町が有効な観光情報提供を行うため、町の特色、訪問客の実態やニーズを把握し、

町を訪れる観光客の行動や年齢層、観光スタイルに合わせて「いつ・どこで・だれに」情 

4  効果的な観光情報の発信について

3  月形樺戸博物館を拠点にした史跡観光について
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報提供するかを確認しながら、どのような情報提供手法が有効かを検討する。 

①町の魅力の把握 

地域が提供する観光情報の中心はその地域の特有の魅力や地域らしさであり、特にまち

づくりによって発掘、再発見された町の歴史や自然、食材は観光客には大きな魅力である。 

こうした情報を観光客に的確に伝えることで、観光客の満足度を高め、リピーターを生み

出し、さらには口コミなどによる新たな観光客の創出につなげる。 

②観光資源やスタイルの把握 

都市型観光、農村型観光、自然型観光等のバリエーションによって地域がもっている観

光資源や観光スタイルは異なることから、月形町の魅力が最大限発揮できる観光資源を把

握し、町の魅力を活かした観光スタイルを提供する必要がある。 

そのためには、町が有する観光資源や提供可能な観光スタイルを整理・把握し、観光客に

は「どのような観光をして欲しいか」そして、町としては「どのような情報提供が行える

か」を検討する。 

③観光客の行動・属性の把握 

観光客は移動手段や目的地での滞在時間などの一連の行動に必要な情報を必要としてい

る。観光情報の提供にはこうした行動に対応できる必要な情報を適切な手法で提供するこ

とが求められる。 

また、移動手段や行動範囲も様々であることから、それぞれに適した情報を提供する必

要がある。 

そして、地域を訪れる観光客は、個人、団体、年齢、国籍等、多岐にわたって分類され

るため、こうした観光客の属性を把握することで、情報提供の内容や手段について戦略的

に検討し推進する。 

「つながる」・・・ 

情報提供をする対象を正確に把握することで効果的に誘客に結び付つける。その情報提

供の具体策として次の方法があげられる。 

①インターネットの活用 

 町の観光情報の提供については、新しい情報や季節に応じた情報を基本に、誘客に繋が

るタイムリーな内容を、観光客の行動や属性に合わせて「いつ・どこで・だれに」情報提

供するかを想定し、内容や手段、情報媒体が観光客の利用しやすさに重点を置くことが必

要である。 

○情報コンテンツ～食・宿・体験・歴史・自然 

○情報媒体～ホームページ、フェイスブック、ツイッター等の活用 

       新聞や雑誌、テレビ等のメディアの活用 

○環境整備～Ｗｉ－Ｆｉ整備によるインターネット環境の無料提供 

②サインの統一化 

町外から観光に来た人を効率よく案内できる看板設置が急務である。 

町外から来る多くの観光客は車で国道を利用し月形町に来ることから、国道 275 号線沿

いを中心とした交通誘導表示の調査をし、モニタリングなどで町外からの人が的確に目的

地に誘導されるかを確認する必要がある。 

町の入口・中心部、スポット誘導、色・デザイン、ロゴの統一化をすることで、観光客

にわかりやすい案内が大切と考える。 
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なお、看板のデザインは町の特徴を現していることも念頭に入れながら、現在設置して

いる誘導看板の見直し、設置位置などサイン計画の検討をし、さらには民間施設の案内看

板を含めたサインの統一化が必要である。 

また、状況によっては、更に効果的に案内できるよう、新たに看板の設置をしなければ

ならない。 

更には統一したデザインと連動した観光マップの作製により効果的に町内を案内するこ

とも可能である。 

現在の町内に設置している看板の設置状況及び効果的な誘導看板の設置エリアの見本は

次のとおり。 

参考 ※ワークショップでの 

意見を元に制作したサイン案 
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（1）滞在型観光による地域経済の活性化 

月形町に訪れた観光客の観光消費の拡大による地域経済の活性化を目指す。そのため、

通過型の観光ではなく、長時間滞在してもらうために町内回遊型の観光コンテンツや特産

品（土産品）等を開発し、観光による経済効果が引き出せるように工夫する。 

「活かす」・・・ 

農村地域である月形町は、その特徴を活かした農業と観光を結び付けることで、農産物

の PR や販路拡大、６次化産業への取り組み等により地域産業の育成、雇用の創出等、地域

経済の活性化に繋がるような取り組みを推進する。 

「つながる」・・・ 

町内の宿泊施設は「月形温泉ホテル」のみで、今後も新たな宿泊施設の設置は困難な状

況から、既存周辺施設を最大限活用しながら、「道民の森」や周辺自治体との広域観光事

業との連携を図る。 

（2）「農業＋観光」の拠点づくり 

道の駅に関して 

「道の駅」新設に関しては、町民アンケート、小中学生のアンケートでも望んでいる人

が多かった。つまりは、町民にとっての「待望論」は大きいと言える。もっと言い換える

ならば、月形町に「道の駅」は必要という結論に至ると言っても過言ではない。 

「活かす・つながる」・・・ 

道の駅は、新たな経済活動拠点として大きな可能性を秘めている一方で、近隣自治体で

はすでに整備されており、差別化を図っていかなければならない。 

そこで「月形らしさ」を表現できる観光拠点施設とするために、安全で品質の高い農産

物を提供している農業と観光を組み合わせた施設にしなければならない。 

よって、農業、商工業など他業種がしっかりと連携し、経済効果が高まる観光拠点づく

りを計画的に整備する必要がある。 

一方、地域の特性や観光客のニーズ等を十分把握し、綿密な計画と戦略を掲げて推進し

なければ、「負の遺産」となってしまう可能性がある。イニシャルコストはもちろんのこ

と、ランニングコストについても十分精査したうえで、施設整備できなければ月形町の観

光消費の拡大、地域経済の活性化を図ることは難しい。そして、施設整備については以下

のような課題があげられる。 

ア 道の駅を新たなＰＲの場としてとらえ、月形町の観光の目玉となる特産品や、レジャ

ー等の開発が必要である。特に冬場の特産品やレジャーは大きな課題と言える。 

イ 設置以外に目的がなく短期間で建設すると、一般的に言う「失敗した道の駅」になり、

多額の運営経費の支出の多くは町が負担する可能性があることから町の会計が逼迫する

要因となり、今後必要な行政サービスの低下が懸念されるなど、道の駅を設置すること

で結果、町民を不幸にしてしまう可能性も有り得ること。 

5 観光消費の拡大について
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ウ 仮定として「道の駅」設置する方向とする場合は、これからの街を担う若者及び中堅

層（30 代を中心とした）を組織の中心とした、検討委員会組織を立ち上げた中で再度「道

の駅」の設置場所や具体的な運営計画、それに付随する新たな観光資源について 徹底的

に検討する必要がある。 

また、建設した後も継続的に目標と評価の明確化（PDCA サイクル（※））を行い、適時

業務改善を行うことも大切です。 

※PDCA サイクル（PDCA cycle、plan-do-check-act cycle）とは、事業活動における生産管理や品質管

理などの管理業務を円滑に進める手法の一つ。 Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改

善）の 4段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する。 

【ワークショップでの意見】 

・月形町の「道の駅」の有無（必要かどうか） 

（必要論）：交通量がある。スタンプラリーで人が来る。人を呼ぶ良いきっかけになる。

町民も買い物が出来る場所として店舗を集約した大きな施設が有った方がい

い。 

冬の商品開発が必要。ある意味、産業としての消費拡大的の経済波及がある

のではないか。 

観光地としてバスで来られる施設を作る。 

（不要論）：今ある施設が上手く使いきれていない。「道の駅」と名乗る必要はあるのか。 

冬に売る「名産・特産」はあるのか。 

道内の「道の駅」の 6割は赤字経営であり、設置にこだわる必要があるのか。

複合施設という意味で、道の駅に集約する。道の駅だけでは運営が無理ではな

いか 

      町として莫大な資本投資になるが、果たして本当に観光消費額向上につなが

るのか。 

 ・場所：狭い町なのにスポットが点在し過ぎる。 

（温泉・博物館など、町内で目的地に行きやすいように整備する） 

 ・現在は通過型観光となっており、お金を落とす時間が仕組みを検討する。 

【道の駅の登録条件と時代の変遷】 

道の駅の登録については、加盟金などは無いが、トイレの便器数が 10 基以上、駐車場台

数 20 台以上などの条件がある。 

かつては仮眠の場所、トイレ・自販機の設置場所という「休憩場所」的な役割であった

が、近年は、地域情報発信、名産品の販売、地産地消による充実したメニューのレストラ

ン付帯など、地域プロデュースの基点として地域への経済効果は大きい。 
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【近隣地域の動きにみる今後の道の駅の可能性】 

 札幌市から西北側（国道 231 号、275 号、337 号沿線）では、これまで道の駅不在地域で

あったが、ここに来て相次いで設置が計画されている。 

当別町･･･2017 年 9 月開設予定（国道 337 号 札幌大橋より北 2km 地点） 

石狩市･･･2018 年春予定（国道 231 号 厚田地区） 

いずれも、平成 26 年度の国道交通省「認定道の駅」に指定されている。 

一次商圏的には、札幌圏北部の都市住民（札幌市、石狩市、当別町）をターゲットにし

ていると思われる。今後の月形町の道の駅開設を想定した場合、競合するという見方もあ

るが、札幌圏全体という大きな視点で見れば、相乗効果をもたらすとの見方もできる。 

従来、札幌圏における道の駅に関しては南部（国道 36 号、274 号）の北広島市、恵庭市、

長沼町、千歳市方面に多く立地しており、日帰りドライブ・レジャーのエリアとして札幌

圏都市住民に親しまれてきたが、札幌圏北部に関しては、それなりの通行量がある割には

道の駅が皆無だったのが不思議だともいえる。 

その意味で、ここにきて当別町、石狩市厚田地区で道の駅開設となれば、札幌圏北部の

注目度が上がるのは間違いない。更に言えば石狩市厚田地区の道の駅は道央圏では稀な海

に隣接する道の駅であり、当別については有力なスイーツブランドが看板となる。 

ここに月形町が純農村地帯の道の駅として加われば、国道 231 号、275 号、337 号がつな

ぐ当別町、石狩市厚田地区、月形町を巡る札幌圏の周遊観光ルートとして魅力的なエリア

となりうるのは想像に難くない。 

参考：国土交通省 HP 平成 26 年度選定 重点「道の駅」より

1. 道の駅「（仮称）当別」（北海道 当別町） 

【札幌近郊で農商工連携による 6 次産業化 インバウンド観光促進にも対応】 

・道都札幌に隣接する特徴を活かし、米や小麦など 

の地場産品を新鮮に提供する仕組みや、花、スウェ 

ーデン風の町並みなど美しい景観を活かす仕組みを 

構築し、経済活動の活発化 

・再生可能エネルギーを活用した強い農業の確立に 

よる地域の活性化 

・様々な市町村や民間企業との連携により、年間を 

通じた多彩なイベント開催の拠点としての役割を果 

たす 

2. 道の駅「（仮称）あったか・あいろーど」（北海道 石狩市） 

【厚田漁港の水産物・史跡と連携し、地域のゲートウェイ】

・サケやニシンをはじめとする多種類の魚介類が水揚 

げされる厚田港の新鮮な食の魅力や、地域が輩出した 

偉人や町の歴史を伝える施設など、地域に賦存してい 

る数多くの魅力を地域で活躍している団体が中心とな 

り、コーディネートしていく。 

・道の駅の空白地帯において「地域情報発信基地」として、   

まちへ呼び込むゲートウェイへを目指す。 
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観光まちづくりの難しさは、「観光」が民間の事業感覚が求められる「ビジネス」である

のに対し、「まちづくり」は公共的な課題であることにある。 

「ビジネス」の前提は競争原理にもとづく自由な経済活動であり、観光に携わる民間事

業者は、他より優れた顧客へのサービス提供や差別化を通じて、競争に打ち勝ち事業の発

展を目指す。 

「観光まちづくり」の最大の課題は、そうした利己的な動機に発する経済活動を公共的

な観点から育成援助し、そのリスクや損失をフォローするとともに、その結果が地域内に

行き渡り町の活性化に寄与することである。 

こうした二律背反とも見える課題を実現するためには 

① 事業の推進力となる民間事業者を支え導いて、プロジェクトを率先して実行していく

「観光プロデューサー」の存在が不可欠である。 

② 公共的な観点からすれば、観光に投下される公的な資源(ヒト･モノ･カネ)を適切に管理

しつつ、観光事業者の自由な経済活動による成果を、町内の雇用拡大や商業活動の活性

化、町民福祉の向上などというまちづくりの課題に反映させるマネージメントが必要で

ある。 

③ 近年、国が推奨している観光まちづくりの総合的な組織「地域 DMO（※）」の形成につ

いては、地域が観光のマーケティングをより効果的に進めていく上で、積極的に検討す

る必要性がある。 

※DMO とは（Destination Management Organization デスティネーション・マネージメント・オーガニ

ゼーション）の略で、観光物件、自然、食、芸術・芸能、風習、風俗など当該地域にある観光資源に精

通し、地域と協同して観光地域作りを行う法人のこと。なお、観光庁が規定した日本版 DMO は、『地域

の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地

域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づく

りを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人』。 

公･民の機能を活かす人材の確保と推進組織づくり 

第５章 「観光まちづくり」 推進体制の構築

【月形町・DMO 組織の提案】 

① おおむね 3年をめどに、観光まちづくりの体制を整えるため組織を形成する。 

② 行政や観光協会、商工会、農協などの団体はもちろん、民間事業者をも巻き込んだ、

観光をビジネスとして推進できる体制を目指す。 

③ 独自の事業の展開や町内施設の指定管理を受けるなど財政基盤を確保し、自走の形

を目指して、観光事業推進の中心的機関とする。 

④ 北海道や近隣地域の観光協会・団体・観光事業者との連携を進め、着地型観光など

を企画して国内外へのプロモーションや営業活動を積極的に行う。 

⑤ 町内外の観光の活性化を担う、観光コーディネーターとして有能なプロデューサー

を配置する。 
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今回の「構想」策定において、「次世代につながる観光まちづくり」を実現する上で最も

基盤となるのは、町民の意識です。 

アンケート調査とワークショップの実施を通じて現れた月形町民の意識は「わが町」に

対する愛情に満ちた意欲的なものでした。 

「月形町における観光の現状と課題」において町内の観光資源を再評価し、その魅力が充

分に活かされていない現状とともに、その可能性も明らかになり、それらを「強さ」とし

て活かした戦略を設定しました。 

ターゲットを「ファミリー」、メニューを「食・遊・学」に絞り込み、「活かす」「つなが

る」を行動指針としてシンプルで取り組みやすい戦略をまとめました。そして積年の懸案

事項であった「道の駅」については最近の近隣地域の動きを含め、その実現の可能性につ

いて前向きに検討しました。「観光」による経済活動をまちづくりに波及させる上で、最も

重要な課題は「公･民の機能を活かす人材の確保と推進組織づくり」であり、具体的には

DMO など推進力を備えた組織作りです。そして、その組織が要となって、行政、各関係機

関、町内民間事業者等の連携を構築し町ぐるみで「次世代につながる観光まちづくり」を

進める体制が不可欠です。 

月形町民自身が「地域資源」を磨き、伝えていくことにより、地域外の人を呼ぶ力が生

まれ、町を訪れた人の満足にもつながっていく。月形町民がそれぞれの得意分野でつなが

り、「月形流のおもてなし」の心で地域外の人を迎えることが、月形町ならでは観光の実現

になると考えます。 

月形町が将来ともに魅力的で活気ある「まち」であるために、そして次の世代の若者や

子どもたちの未来のために、「次世代につながる観光まちづくり」を今後も取り組みます。 

次世代につながる観光まちづくりを 

まとめ
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